
第 26 回 SOFC 研究発表会 及び創立 30 周年記念講演会 

のご案内 

                         主催 SOFC 研究会 

 

◎と き 2017 年 12 月 14 日（木），15 日（金） 

◎ところ 科学技術館サイエンスホール （東京都千代田区北の丸公園 2-1） 

☆テーマ SOFC と材料・システム開発・開発状況・実証運転 

 SOFC ならびに関連する材料の合成と物性、電極反応、材料の両立性、シミュレーション

などの基礎的研究から、スタックの概念、システム開発、運転実験・実証などの研究開発

の状況、開発計画・将来展望など、幅広く講演を募集いたします。 

 

◎創立 30 周年記念講演会を開催！ （2017 年 12 月 14 日(木) 10:00-12:30 の予定） 

SOFC 研究会は 2017 年で創立 30 周年を迎えました。長きにわたり SOFC 関連のアカデミアと

企業との自由な意見交換の場として機能してきました。今回は 30 周年を記念して、記念講

演会を 第 26 回 SOFC 研究発表会の特別セッションとして開催いたします。本案内末尾に

プログラム案をお示しします。奮ってご参加ください。 

 

◎研究発表会 講演申込締切：2017 年 10 月 13 日（金） 

◎講演申込内容：下記をご記入の上、メール・FAX にてお申し込みください 

 1) 講演題目 

 2) 発表者名（講演者に○）及び所属機関名(複数所属機関の場合は氏名に番号を付加)， 

 3) 発表の区別希望 口頭発表：15 分（討論時間 3分を含む），P:ポスター． 

 4) 申込者・連絡先（所属，〒，所在地，TEL，FAX，E-mail）， 

 5) 100 字程度の概要（プログラム編成用） 

申し込み内容を精査し、不採択になることもありますのでご承知おきください。 

ポスター発表は全部で 20 件程度としますので、なるべく口頭発表を選択ください。 

 メール宛先：sec@sofcjapan.org  

(メールの件名には「第 26 回 SOFC 研究発表会申込」とご記入ください) 

◎講演要旨原稿締切 2017 年 11 月 9 日（木） 16:00 必着 メール添付にて送付 

 講演申込受付後に，原稿作成要領および著作権移譲承諾書をお送り致します。期限内に

ご提出下さい。講演要旨は PDF 版となります。要旨集を電子媒体及び Web でのダウンロー

ドとなります。 

◎参加登録方法 

予約登録日まで、下記を参照して参加費を入金願います。それ以外は当日登録願います。 



◎参加登録費（講演要旨集 PDF 版を含む）［予約外：2017 年 12 月 1 日以降］ 

                 SOFC 研究会会員   一 般      学 生 

  予 約(11 月 30 日まで)     7,000 円     12,000 円    4,000 円 

  予約外(12 月  1 日以降)     8,000 円   13,000 円    5,000 円 

  要旨集のみ  6,000 円 

 

◎懇親会 2017 年 12 月 14 日（木）  

 参加費 予約 6,000 円  予約外 8,000 円 

 

◎参加登録の予約締切 2017 年 11 月 30 日（木） 

 予約金の事務局受領をもって予約と致します。なお，事業所単位で申込をされる場合に

は，予約金の内容（参加者名，懇親会の出欠など）を明らかにして下さい． 

 ＊請求書が必要な方は事務局まで E-mail にて会員区分，懇親会の参加の有無， 

  参加者情報を明記してご連絡ください。 

 

◎企業展示ご希望の方々へ 申込期限 2017 年 11 月 9 日（木） 16:00 必着 

 研究発表会では、企業展示も募集いたします。ご希望される方は、下記に従いお申込み

下さい。 

御社企業名、展示概要、担当者・連絡先をご記入の上、上記期日まで、SOFC 研究会事務局

まで申し込みください。1件あたり、ポスターA0 パネルに机をご用意いたします。展示費

用として 5万円をいただきます（なお、電源コンセント等はございません。ご了承くださ

い） 

 

◎送金方法 現金書留または郵便振替，銀行振込にて願います． 

 郵便振替、ゆうちょ銀行 口座番号：00100-6-370362 

 銀行振込、三菱東京 UFJ 銀行 土浦支店（普通）3911129 

 口座名義はいずれも：SOFC 研究会 

 

◎参加申込，講演申込，要旨原稿送付先  

 SOFC 研究会事務局  

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-6-7 宮澤ビル 601 

 （TEL. 03-5821-7120, FAX.03-5821-7439, E-mail: mailto:sec@sofcjapan.org） 

 

 

 

 



 

SOFC 研究会 創⽴ 30 周年 記念講演会セッション  
(第 26 回 SOFC 研究発表会) 

主催 SOFC 研究会 
◎と き︓2017 年 12 ⽉ 14 ⽇(⽊) 10:00-12:10 
◎ところ︓科学技術館 サイエンスホール (東京都千代⽥区北の丸公園２－１) 
      http://www.event-jsf.jp/science-hall 
 
◎プログラム 
10:00 開会の辞 SOFC 研究会会⻑                    江⼝ 浩⼀ (京都⼤学) 

来賓挨拶 ⼀般社団法⼈⽇本ガス協会技術開発部⻑           正⽥⼀貴 様  ほか 
 
特別講演 SOFC の研究開発、事業化への歩み (仮題)  ⼤阪ガス株式会社     鈴⽊ 稔 ⽒ 
特別講演 京セラにおける燃料電池の実⽤化の歩み     京セラ株式会社       重久 ⾼志 ⽒ 
特別講演 移動体⽤ SOFC への展開（仮題）       ⽇産⾃動⾞株式会社   上條 元久 ⽒  
パネルディスカッション︓SOFC の適⽤性拡⼤を図るには何が課題でどう解決するか︖ 
コーディネータ︓⿅園直毅 ⽒ (東京⼤学) 
パネラー︓川⽥達也 ⽒(東北⼤学)、森⽥ 寛 ⽒(電中研)、 鈴⽊ 稔 ⽒、 重久⾼志 ⽒、 

上條 元久 ⽒ 
         
 

 

第 26 回 SOFC 研究発表会 一般講演 

12 月 14 日 13:30 より 

 


